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GDMt8342ならデータの連続保存がP〔なしで簡単に可能！！

外部USBメモリへ長時間連続してデータを簡単に保存可能！！

【　　　　　弓
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写真は、GDM－8342

50000カウント
デュアル表示デジタルマルチメータ

GDM－834Xシリーズ

GDM－8341　　￥42，000（鮒）

GDM－8342　　￥52，000（税別）

GDM－8342＋GPlB￥62，000（税別）

GDM－834Xシリーズは、豊富な機能をもったコストパフォーマンスの優れた50000カウントのデジタルマルチメータです。

デュアル測定、デュアル表示が可能で、AC電圧と周波数、AC電流と周期などが測定し同時に表示できます。

測定項目は、DC電圧、DC電流，AC電圧、AC電流（TURERMS）、抵抗、キャパシタンス、周波数、温度、導通テスト、Diodeテスト、

リラテイブ、コンベアと豊富です。さらに演算機能として、Max／Minhold，dBm、MX＋B、1／X、REF％、dB、があります。

インターフェースは、全モデルUSBデバイスポートを装備。さらに、GDM－8342は、USBホストポートを装備しオプション（工場出荷時）で

GPlBを装着可能です。GDM－8342のUSBホストポートは、USBメモリへデータログが可能で長時間のデータ収集が簡単にできます。

●DCV確度

●測定機能：

AC／DC電流測定

DC電圧測定

AC電圧測定

抵抗測定
キャパシタンス測定

周波数測定
温度

0．02％

500〟A～10A、6レンジ

500mV～1000V、5レンジ

500mV～750V、5レンジ

500算～50Mくつ、6レンジ

5nF～50〟F、5レンジ

10Hz～500kHz、2レンジ

ー200～＋300℃（熟電対；J、K、Mタイプ）＊

導通テスト、ダイオードテスト、コンベア、REF％、MAX／MIN、REL
●演算機能：dBm、Hold、MX＋B、l／X、dB

●オート／マニュアルレンジ選択可能

●AC測定：真の実効値
●データログ機能：外部USBメモリへデータを連続保存可能＊

●EXCELアドイン機能：PCへデータログ

●インターフェース：

USBデバイスポート：全モデル標準装備、PCコントロール用

USBホストポート：外部USBメモリへ連続データ保存（GDM－8342のみ）

GPIBインターフェース（GDM－8342のみ、工場出荷時）

ExceIアドイン機能：Excelを使用することでPCへデータログ可能。

また、設定の保存／呼出とデータログ用

データログ（CSV形式）の例：

けime（dd） �*�ﾖR�� ��l l �� ��
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GTL－205　　　　　　　　　　　　　　　　GTL－207

熟電対（Kタイプ）約1000mmとアダプタ　　　　テストリード

二・／冨∴・・二つ＼二、
Excelrt米国マイクロソフト社の登録商標です。＊GDM－8342のみ

■前面パネル

十二・．＿＿＿＿＿土ノ

データログ用USBホストポート
（GDM－8342のみ）

■背面パネル
GP－lBオブシ］ン（GDM－8342のみ）
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USBデバイスポート

■デュアル表示の組み合わせ
第2ディスプレイ

＼ ��c(6h4(5�7h8ﾈ42�ACV 妊5b�ACI 妊4��Hz／P 

第1 ディス プレイ ��5b�● ��ﾂ�● ��ﾂ�● DCV ��ﾂ�● ��ﾂ�● ����

ACl ��ﾂ�● ��ﾂ�● ��ﾂ�

DCt ��ﾂ�● ��ﾂ�● ����

Hz／P ��ﾂ�× ��ﾂ�× ��ﾂ�
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DMMは、少なくとも30分間ウオームアップした状態で仕様が適用されます。下記の仕様の範囲内でDMMを操作するために必要な基本的な条件は以下のとおりです。
●キャリブレーション：1年毎　●動作温度仕様．18～280C、相対湿度．80％（結露なきこと）●確度±（読み値の％＋デジット）●AC測定は、50％のデューティサイクルに基づいている。

●電源ケーブルは、精度を確保するために大地アースに接地する必要があります。　●すべての仕様は、第1ディスプレイにのみ適用。

DC電圧 �� �� 

レンジ 兒ｨ��Eﾂ�フルスケール 丿ﾙ7����D�#8���ﾓX���｢�入力抵抗 

500．00mV ���x�b�510．00 ���C�(�ｳB�10MQまたは〉10GO 

5．0000V ����x����5．1000 �10MQまたは〉10GO 

50．000V ��ﾕb�51．000 �11．1Mく？ 

500．00V ���ﾕb�510．00 �10．1MQ 

1000．0V ����ﾕh��������#��C���10MQ 

＊入力値が選択したレンジのフルスケールを超えた場合、ディスプレイに一〇ト（オーバーロード）

が表示されます。
＊仕様は1000Vまで保証されます。入力電圧が1000Vを超えた場合、アラームが発生します。

＊全レンジ1000Vpeakの保護です。

AC電圧 �� �� �� 

レンジ 兒ｨ��Eﾂ�フルスケール 丿ﾙ7����D�#8���ﾓX���ｨ�ﾓ����

30～50Hz 鉄�����ｴ��10k～30kHz �3�ｸ�����ｴ��

500．00mV ���x�b�510．00 ���C���ｳC��0．50＋40 �(�C���ｳc��3．00＋120 

5．0000V ����x�b�5．1000 ���C���ｳ#��0．35十15 ���C���ｳ#��3．00＋50 

50．000V ��ﾕb�51．000 ���C���ｳ#��0．35＋15 ���C���ｳ#��3．00＋50 

500．00V ���ﾕb�510．00 ��0．5＋15 ���C���ｳ#��ﾓ(�｢�3．00＋50［2】 

750．0V ����ﾕb�765．0 ��0．5＋15 �� 

［1］仕様は、レンジの5％以上で正弦波入力です。
［2］入力電圧く300Vrms。

＊仕様は750Vの入力に保証されています。入力値が750Vを超えたときにビープ音アラーム

が発生します。
＊全てのレンジで1000Vピークの＊入力保護。

＊AC結合の真の実効値一全レンジでDC400Vのバイアスまでの入力AC成分を測定します。

抵抗 �� �� 

レンジ 兒ｨ��Eﾂ�フルスケール �6X5�6y6Izﾂ�確度（1年23℃±5℃）［3］ 

500．000 ���ﾔ��510．00 ���3�6ﾔ��0．1＋5［1］ 

5．0000kQ ����ﾕ��5．1000 ���C�6ﾔ��0．1＋3［り 

50．000kQ ����51．000 塔8�ﾈ�4��0．1十3 

500．00kQ ���*ﾘ�｢�510．00 嶋�C8x���0．1＋3 

5．0000MQ ������5．1000 塔3����0．1＋3 

50．000Mく） ��ｴ��51．000 鉄c����0．3＋3［2］ 

［1］REL機能を使用。REL機能を使用しない場合、02く）のエラーを追加。

［2］20Mくつを超えた抵抗測定では、08％＋3。

［3］500kOを超えた抵抗測定の場合、テストリードにノイズの影響が発先するのを防ぐ為、

付属テストリードではなくシールドされたケーブルを使用してください。
＊開放回路電圧は、500～5MQでは最大6V、50MQレンジでは最大5．5Vに近似されます。

＊全レンジで500Vpeakの入力保護

昆度（C 杯Dﾘ�ﾃ�3C(�繧�342Gのみ） �� ��

センサ �5�487b�測定範 �ﾒ�分解能 丿ﾙ7����D�#3�8�ﾓX���｢�

熟電対 箸�ｲ�B�－200℃～＋ �3�����0．1Oc �(���

＊注意：温度仕様には、センサエラーは含まれません。

日和；苛を． ��

ディスプレイ 錨dH��)�b�

温度 �#8���ﾓS�2�

湿度 �*ﾓ���5$�����ﾕ�/�+H*h+ﾙ.�)�ｩ.�,X,ﾓsX�5$��

使用環境 俯ｩ>��

温度範囲 ������3T�8���ｩ�齏ﾉ7��h*ﾓ���5$��x�#3V68���ｩ�齏ﾉ7��h�都��5$��

高度 �*ﾓ#���ﾒ�

汚染度 �"�

保存環境 ��ﾃ������s����

温度範囲 ������3V68���ｩ�齏ﾉ7��h*ﾓ���5$��x�#3X�����ｩ�齏ﾉ7��h*ﾓs��5$��

電源 ��6ﾄ����#���##���#C�h�ﾓ���8��S��緜���

消費電力 俐Y�S�Ud��

寸法・質量 �#cX�富�ｨ����x�蝿�ｨ��3�(�禰�ｦﾖﾘ��6�986�8ｸ��<ｸｴ饂�/�ｭﾈ-��ｨ��o�(�C霧r�

付属品 �8h�ｸ5X�ｸ7ﾘ6ｨ8X4�8ｸ��6Hﾋ�5(�ｸ6���6X5�6x8ｨ�ｸ6еDﾈ�ﾃ#�r�
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株式会社インステックジャパン
〒222－0033

横浜市港北区新横浜2－6－3DSM新横浜ビル
Td045－476－5650　FAX045－476－5653

E－mail：info＠instek．COjp

WWW．instek．COJP

l三≡転． レンジ 兒ｨ��Eﾂ�フルスケール 丿ﾙ7����D�#8���ﾓX���｢�シャント抵抗 儿�y6H�2�

500．00〟A ������510．00 ���C�X�ｳR�100Q 俐Y�S��C�eb�

5．0000mA �������5．1000 ���C�X�ｳB�100の 俐Y�S��Ceb�

50．000mA ��x���51．000 ���C�X�ｳB�1Q 俐Y�S��C�Eb�

500．00mA ���x���510．00 ���C���ｳB�1Q 俐Y�S��CEb�

5．0000A ����x���5．1000 ���C#X�ｳR�10mQ 俐Y�S��CUb�

10．000A ��ﾔ��12．000 ���C#X�ｳR�10mQ 俐Y�S��C��

＊500〟A～500mAレンジは3．6Vの制限保護と05Aの保護ヒューズがあります。

10Aレンジは、12Aの保護ヒューズがあります。

＊入力値が選択したレンジのフルスケールを超えた場合、ディスプレイに一OL－（オーバーロード）

が表示されます。
＊仕様は10A入力まで保証されます。入力が10Aを超えた場合アラームが発生します。

AC電流 　≡≡■〃l �� �� �� ��

レンジ 兒ｨ��Eﾂ�フルスケール 丿ﾙ7����D�#8���ﾓX���ｨ������ﾓ(���劔X�y6H�2�

30－50Hz 鉄��ﾃ&ｴ��2k－5kHz】5k－20kHz 

500．00〟A ������510．00 ���CS��ｳS��0．50＋40 ���CS��ｳS��3．00＋75 俐Y�S��C�eb�

5．0000mA �������5．1000 ���CS��ｳC��0．50＋20 ���CS��ｳC��3．00＋60 俐Y�S��Ceb�

50．000mA ��x���51．000 ���CS��ｳC��0．50＋20 ���CS��ｳC��3．00＋60 俐Y�S��C�Eb�

500．00mA ���x���510．00 ���CS��ｳC��0．50＋20 ���CS��ｳC��3．00十60［3］ 俐Y�S��CEb�

5．0000A ����x���5．1000 �(�C��C��0．50＋30 �� 俐Y�S��CUb�

10．000A ��ﾔ��12．000 �(�C��ｳC��0．50＋30 �� 俐Y�S��C��

［1］500〟Aレンジでは35〟A以上の入力が必要です。5mA～10Aレンジでは、フルスケール

の5％以上の入力が必要です。

［2］入力電流〉35〟Arms。

［3］入力電流（5k～20kHz）く33mArms。

＊仕様は10Aまで保証されています。測定対象の入力電流が10Aを超えたときにビープ音

アラームが発生します。

キャパシタンス � �� ��

レンジ 剳ｪ解能 �7H8ｸ5�5��ｸ8ｲ�テスト電流 丿ﾙ7����D�#8���ﾓX���ｨ������

5．000nF ���CX���臙�0．001nF 店�C����8．3〟A �(�C��ｳ#��

5．000nF ����V臙�剴(�C��ｳ���

50．00nF 店����臙�0．01nF 鉄��C���8．3〃A �(�C��ｳ3��

50．00nF �����S�臙�剴(�C��ｳ���

500．OnF �0．1nF 鉄���C��83〟A �(�C��ｳB�

5．000〟F �1nF 店�C����0．56mA 

50．00〟F �10nF 鉄��C���0．83mA 

【1］5nF～50〟Fレンジは、入力がレンジの10％以上であることを確認してください。

＊AC＋DC測定では、周波数測定ができません。＊全レンジで入力電圧1000Vまで保護

確度（1年23℃±5℃）

＊入力保護500Vピーク。＊開放回路電圧約6V。

ノフレッシュレート（F �&V�F匁x��8�｢� ��

測定項目 �2�M 巴�

DCV／DCI／R 迭�10 鼎��

ACV／ACI 迭�10 鼎��

導通テスト／ダイオード ����20 鼎��

周波数／周期 ���10 都b�

キャパシタンス �"�2　【　2 

GTL－205

琵警掴＼
GTL－207

テストリード

∴〇∴
●製品保障について、保障期間以内に発生した故障は保証書に基づき無償となりますます。●機器
に関する仕様、デザインは改善のため、予告なく変更することがあります。●安全にお使いいただく

△注意…望憲器還還曇…撃と；詣胃警法認認諾浣漂
代理店： 

Japan－07－2013GDM834XCDIDH


